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１、加盟店WEBシステム
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はじめに

本マニュアルは、加盟店様にご利用いただく『加盟店WEBシステム』（以降、本WEBシステム）のご説明資料になります。

■推奨環境

本WEBシステム利用にあたっての推奨環境は下記の通りでございます。

• 利用端末の OS は Microsoft Windows、MacOS、iOS、Android を推奨します。

• 利用端末のブラウザは Google Chrome を推奨します。

• 利用端末のブラウザの Javascript は有効にしてください。

• 利用端末のブラウザの cookie は有効にしてください。

• 利用端末のブラウザにおいて位置情報へのアクセス権限を許可してください。

■システムURL

• 本WEBシステムのURLは下記となります。
https://store.chiikipay.jp
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ログイン

ユーザーID

パスワード

ログイン ボタン

• URLアクセス後に表示される画面となります。

• ログインに必要なユーザID、パスワードは事務局からの送付物（電子クーポンユーザID・パスワードのご案内）をご確認ください。
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ダッシュボード

• ログイン後には”ダッシュボード”のメニューが表示されております。本画面では事務局から加盟店様向けのお知らせが表示されます。

• お知らせの一覧からタイトルのリンクを押下するとお知らせ内容の詳細をご確認いただけます。
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取引履歴

• 左側のメニューより”取引履歴”を選択すると店頭での取引履歴を確認する画面に遷移します。

• 表示期間を設定することで、該当期間の取引に絞って一覧表示することや、”CSVダウンロード”より取引一覧を出力することができます。

• 伝票番号のリンクを押下することで取引履歴詳細画面に遷移します。詳細画面では5日（120時間）以内であれば取引の取消が可能です。

（注）取引より5日（120時間）を経過しますと取引の取消はできません。

店頭での取引において誤って決済された場合は
本ボタンを押下して取消処理をお願いいたします。
利用者様には即座にクーポン残高が戻ります。
(取引より120時間経過後の取消はできませ

ん）

取引一覧をCSVダウンロード



２、ご利用の流れ
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注意事項

●本資料に掲載している画面は一例であり、ユーザーが使用しているスマホ端末やブラウザにより
画面表示のされ方が異なる場合があります。

（表示が異なる代表例）
文章の改行位置、文字サイズ、画像の大きさ など。 ※左記は代表例であり全てではありません。

●電子クーポンが使用できるスマホの推奨環境は以下の通りです

＜推奨環境＞
OS：iOS 11.0 以上、Android 8.0 以上

＜推奨ブラウザ＞
Google Chrome 最新版、Safari 最新版

※ブラウザとはインターネットを閲覧するアプリのことです

●推奨環境以外でご利用の場合は、”動作しない”、“画面が表示されない”、“利用できない機能がある”などの
事象が発生することがあります。



①宿泊先からQRコード（カード番号/PIN）が印
刷された電子クーポン（用紙）を受け取ります
※こちらの紙は旅行が終わるまで捨てないでください。

機能概要説明 ①チェックイン～電子クーポン登録

TOP画面

電子クーポンのイメージ

②電子クーポンのQRコードをスマートフォンで読取り、以下の画面
からパスワード、秘密の質問を設定のうえ新規会員登録を行います

③会員登録が完了するとギフト
TOP画面で残高1,000円がご
確認いただけます

※QRコード1つにつき、1,000円分のクーポンが入っています。
複数QRコードが印字されている場合は、どれを読み取っていた
だいてもかまいません。

99999999999

9999

99999999999

9999
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①ギフトTOP画面下部にある
「ホーム画面に保存」バナーをタップします

機能概要説明 ②スマートフォンのホーム画面に電子クーポンを保存

②ホーム画面に追加する方法の案内に
従ってスマートフォンを操作してください

③スマートフォンのホーム画面にショートカッ
トが登録されます
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①TOP画面から残高統合ボタ
ンをタップします

機能概要説明 ③2つの電子クーポン残高の統合（合算）

②統合する電子クーポンのカード番号とPINを手入力後、「統合を実行」ボタンをタップし
ます※統合を実行すると残高が合算されます

③以下の画面で残高統合が完了
します。
「ギフトTOPへ」ボタンのタップでトッ
プページへ遷移し、統合された残高
が確認いただけます。残高は初めに
登録したカード番号に合算されます

※合算前のカード番号のみ残高統合
が可能です。

※QRコードが複数ある場合（宿泊
条件によって異なります）、全ての
カード番号を合算することができます。

※合算済みのQRコードを、再び読み取り
を行っても使用することはできません。

カード番号/PIN

電子クーポンのイメージ

クーポン番号入力画面 残高統合確認画面

読取済
QRコード

99999999999

9999

99999999999

9999
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②ギフトTOP画面を起動
※2回目のログイン時は個人情報入力不要

機能概要説明 ④電子クーポンのご利用

TOP画面

③ご利用になる店舗の店舗情報を取得します

店頭に店舗情報QRを提示

コード読取り画面（カメラ）

①パスワードを入力してログイン
※初回時に設定したパスワードを入力

～QRコードを読み取る場合～

99999999999

9999
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③ご利用になる店舗の店舗情報を取得します
～店舗コードを手入力する場合（カメラがうまく起動せず、QRコードを読み取れない
場合）～

機能概要説明 ⑤電子クーポンのご利用

④店舗情報と利用金額確認し「利用を確定する」ボ
タンをタップすると電子クーポンの利用が完了します

確認画面 完了画面

コード入力画面

店舗スタッフに画面を提示し
金額の確認

～店舗コードを手入力する場合～
※店舗コード＝事業者コード

店舗掲示用紙

99999999999
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きょうと魅力再発見旅プロジェクト

京都応援クーポン適用条件
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京都応援クーポン適用条件

本事業への登録を受けた京都府内の店舗
(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。)
※「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」に登録されている京都府内の店舗以外では
利用出来ません。

■発行券種（QRコード）

■電子クーポンの取り扱いに関する留意事項

(1) 電子クーポンは商品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能
(2) 電子クーポンと現金の交換は禁止
(3) 電子クーポンは1円単位で利用可能。紙クーポンは額面(1,000円)以下の

金額の利用の場合であっても、お釣りは渡さない
(4) 電子クーポンによる支払で不足する分は現金等で収受する
(5) 電子クーポンを利用して購入した商品又はサービス(以下「商品等」という。)

の返品の際の返金は不可
(6) 電子クーポンの盗難・紛失・滅失等については、損害賠償責任が発生する場合

がある
(7) 旅行者が毀損した場合や利用期間外となった場合等により利用できなくなった

電子クーポンを、新しい電子クーポンと交換することはできない

電子クーポン：QR1コードが1,000円／紙クーポン：1枚が1,000円

■配布方法

事業への参加登録を行った旅行事業者又は宿泊事業者が旅行者に配布する。
ただし、旅行事業者と宿泊事業者の合意がある場合は、旅行事業者分のクーポンを
宿泊事業者が配布することが可能です。

■有効期間

令和5年7月1日(土)まで

■利用可能店舗

観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、
電子クーポンの利用対象としない。

■クーポンの利用対象とならない商品等

区分 事例

行政機関等への
支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
〇社会保険料(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等)
〇宝くじ(当せん金付証票法(昭和23 年法律第144号)に基づくもの)、スポーツ振興くじ(ス

ポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に基づくもの)

〇その他(たばこ、自治体指定のゴミ袋、公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)等)
※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金や博物館・美術館の入館料
等、行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活における
継続的な支払い

〇電気・ガス・水道・電話料金等
〇ＮＨＫ放送受信料
〇不動産賃料
〇駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
〇保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)

換金性の高いもの
の
購入

〇金券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗
が独自に発行する商品券等)
〇プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
〇金融商品(預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等)

その他

○京都府内でサービスが完結しないもの
〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
○授業料、入学検定料、入学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象
〇旅行代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
〇既存の債務の弁済
○各種サービスのキャンセル料
○電子商取引
〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
〇公序良俗に反するもの
〇社会通念上不適当とされるもの
〇その他各取扱店舗が指定するもの

※紙クーポンの場合も同様の運用

本マニュアル内記載の「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。



３、ご利用画面の詳細説明
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ユーザーが初めてクーポンQRを読み込んだとき

①

②

③

④

⑥

⑤

ユーザーが初めてクーポンQRを読み込んだ時に表示される画面は左図の通りです。

①カード番号とPIN番号
・現在読み取っているQRコードのカード番号です
・どのQRコードを読み取ったかわからなくなった場合はココで確認できます

②パスワード
・使用できる文字：半角英数字
・文字数：4～8文字
・英文字と数字をそれぞれ最低1文字ずつ組み合わせて入力。
（例）kyoto ←5文字だが、英文字だけなのでNG

123456 ←6文字だが、数字だけなのでNG
kyoto1 ←6文字で英文字と数字をそれぞれ最低1文字ずつ組み合わせているのでOK

・記号は使用不可です。
・パスワード（確認）と入力したパスワードが一致しない場合は
登録ボタンを押下しても次の画面に進みません

③秘密の質問
・プルダウンで選択式になっています
・選択肢は右図の通り

④秘密の質問への回答
・③で選択した項目の回答の入力欄です
・ひらがな、カタカナ、漢字、記号、英語、数字の入力が可能です

⑤使えるお店
・クーポン取扱店検索ページにリンクしています。
https://kyoto-tabipro.jp/search_coupon/

⑥ホーム画面に保存していつでもすぐに使える！
・押下するとポップアップ画面が立ち上がります
・ポップアップ画面の内容はP7で紹介します

■秘密の質問（選択項目）
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ユーザー情報登録画面

①

③

②

ユーザー情報登録画面は左図の通りです。

①ユーザー情報を入力します
・氏名 ⇒文字入力
・氏名（カナ） ⇒文字入力
・年齢を選択 ⇒プルダウンで選択式
・性別を選択 ⇒プルダウンで選択式
・お住まいの都道府県 ⇒文字入力

全項目入力必須です

②利用規約・個人情報の取扱ポリシーへの同意
・一番下までスクロールしないと、その下の“同意します”のチェックボックスにチェックが入れられません

③同意します
・チェックボックスを押下（☑）するには、
①のユーザー情報の全項目への入力
②の利用規約・個人情報の取扱ポリシーへの同意（一番下までスクロール）
しなければ、チェックできません。
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ギフトトップ画面

①

② ③

④

ギフトトップ画面は左図の通りです。

①残高
・電子クーポンの残高が表示されます

②コードを入力
・ユーザーがクーポンを使えるお店で支払うときに使用します。
※コードは右図Ⓐの箇所

③コード読取
・ユーザーがクーポンを使えるお店でQRコードを読取り、
支払うときに使用します。
※QRコードは右図Ⓑの箇所
※単独のカメラアプリでは利用できません
※コード読取を押してもカメラが起動しない場合は、
ブラウザの設定でカメラ機能を使用できるようする必要があります

※推奨環境以外ではカメラの利用ができない場合があります、
その場合は、「コードを入力」でお支払いいただく

④残高統合
・複数ある電子クーポンの残高を1つの番号に
統合するときに使用

⑤利用履歴
・残高統合の履歴や決済の履歴が表示されます

⑥ユーザー登録情報の変更
・ユーザー登録情報を変更する場合に使用します
※パスワードの変更は利用できません

Ⓐ→

Ⓑ→

■クーポンが使えるお店にあるQRコード台紙

⑤
↑
ココをタップすると
詳細画面が表示されます→

元の画面に戻る際は
「ギフトTOPへ」ボタン→
からを推奨
ブラウザの戻るボタンを
利用するとギフトトップ画面が
表示されない場合があります。

⑥
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決済画面

①
②

④ ③

決済画面は左図の通りです

①店舗
・お支払いする店舗名が表示されます

②支払金額入力
・お支払い金額を入力します。（左図では239円と入力）

③店舗スタッフが画面を確認しました
・チェックボックスに☑を入れていただきます

④利用を確定する
・チェックボックスに☑がないと、”利用を確定する“ボタンが押せません

チェックボックスに☑を入れると、
『利用を確定する』ボタンが →
青色（活性化）になり
押下できるようになります。
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パスワードロック時の画面

パスワードロック時の画面は左図の通りです。

・パスワード入力を5回連続で間違えると、パスワード入力にロックがかかり
ギフトトップ画面にアクセスできなくなるためパスワードの初期化（＝ロック解除）が必要です。
※ギフトトップ画面→P4の画面のこと

・パスワードの初期化には2つの方法があります
1つ目：お客様でパスワード初期化をする。

①パスワードの初期化へすすむを押下し
秘密の質問回答画面（右図）で
設定した秘密の質問に回答し
パスワードの初期化を行う

2つ目：ユーザー側で秘密の質問が分からない場合は、
事務局へパスワード初期化を依頼してください。

※ロックがかかってからご連絡お願いします

・パスワード初期化が行われると、
パスワードと秘密の質問の登録が必要になります。
※ユーザー情報の登録は不要

・パスワードと秘密の質問の登録完了後、ギフトトップ画面が表示されます。
※ギフトトップ画面は残高も利用履歴はリセットされません。
※ロック直前の状態のままご利用いただけます。

①

■秘密の質問回答画面
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ホーム画面に追加する方法（ポップアップ画面）

①

①ホーム画面に追加する方法
・iOSの場合とAndroidの場合と2パターン紹介しています。
※Andoridの場合は下にスクロールすることで閲覧できます。
・ポップアップ画面に記載されている内容は以下の通りです。

ホーム画面に追加する方法

iOSの場合
1.ブラウザ（Safari）で本WEBページを開いた状態で
下部のアイコンをタップ

2.出てきたメニュー内の「ホーム画面に追加」をタップ
3.画面右上の「追加」をタップ
4.ホーム画面にアイコンが追加されます

Androidの場合
1.ブラウザ（Google Chrome）で本WEBページを開き、

右上の アイコンをタップ

2.出てきたメニュー内の「ホーム画面に追加」をタップ

3.ダイアログ右下の「追加」をタップ

4.ホーム画面にアイコンが追加されます
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改訂日 ページ 内容

4月6日 P7 取消し可能時間が24時間から120時間に変更になりました。

5月2日 P15

令和5年5月8日以降、「ワクチンを接種済みであること、また
は各種検査での結果が陰性であること」を証明する必要がなく
なることに伴い、京都応援クーポン適用条件の飲食店の参加条
件である「①京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度
の認証店であること」という項目を削除しました。

４、改訂履歴
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